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●１１月の活動報告
１０月９日午後１時３０分から午後３時まで シニアセンター
ボランティア８名メンバー３５名 ボランティアグループ８名 合計５１名
ハラ腹一座公演
民舞、大正琴、演劇、合唱 シャンソン 盛りたくさんの出し物にあっという間に時間が過ぎ、楽しい時を過ごしました。
●１２月の活動予定
１１月２０（日） 午後１時３０分から午後３まで シニアセンター
健康体操
田中弘子先生によるイスに座ったままできる簡単で楽しい体操です。 参加費 100 円
参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０）

はつが野自治会

検索

はつが野祭りは楽しんでいただいたでしょうか。少し寒かったですが雨は降らずによかったと思います。多くの皆様に参加いただき
ありがとうございました。今年の最後の行事は年末夜警です。夜警終了後はシニアセンターで歓談の場を設けます。皆様のご参加を
お待ちしています。１２月は今年 1 年の振り返り、家の大掃除、お正月の準備等忙しい１ヶ月になりそうです。風邪をひかないよう体調
管理をしっかり行い元気で新年を迎えたいものです。又、１２月といえばクリスマスです。街中で流れるクリスマスソングを聞くと心が
わくわくします。
一方で、インフルエンザの季節でもあります。手洗い、予防接種等インフルエンザ対策を行いましょう。

自治会からのお知らせ

らくゆう会からのお知らせ
●１１月の活動報告
・１１月４日（金）に４人でシニアセンターの蛍光灯の点検・清掃をしました。
・常備灯（懐中電灯）を設置しました。
●１２月の活動予定
・シニアセンターの冬季大掃除
日時：１２月２日（金）９時～１１時
はつが野からは管理運営委員、通期会館利用クラブの代表計１１名が参加します。
・第１３回すこやか文化祭
日時：１２月７日（水）～９日（金）
場所：和泉シティプラザ南棟３階レセプションホール
すこやか文化祭に手芸部が参加します。
●「はつが野祭り」のお礼
『竹馬ランド』と『囲碁・将棋・オセロ』と『ゴダイくん・ロマンちゃん』に、ご協力有難うございました。
●書道部の新設について
書道部の新設を検討しています。ご希望の方は山田までご連絡ください。
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

自治会館建設コーナ
●自治会館の完成予想図を貫野建設からいただきました。

●地域一斉清掃を実施します。
下記要領で地域一斉清掃を実施します。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。
実施日時
平成２８年１２月１１日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は１２月１８日（日）同時刻に延期します）
集合場所・時間
班毎に決められた場所に集まってください。午前９時
＊軍手等清掃用具をご持参ください。
清掃場所
９時～９時３０分は、自宅前周辺。９時３０分～１０時は、共通の場所 となっています。
清掃場所がよくわからない方は班長さんに確認ください。
地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。
自宅前周辺の清掃を終えられた方はブロック長、班長さんの指示に従い、各分担場所を清掃して下さい。
共通清掃場所（９時３０分～１０時）
担当
はつが野１号公園
こども会
はつが野３号公園
こども会、１ブロック
自治会用地（１丁目２４番５号）
２、３、５ブロック
かぐらざき公園遊歩道
４ブロック
周辺道路及び空地
６、７ブロック
かぐらざき公園
８、９ブロック
しっぽ動物病院～緑ヶ丘間道路 １０ブロックエリア
１０ブロックＡ／Ｂ
かぐらざき公園～里道間道路、
里道、和泉中央線 １０ブロックエリア
１０ブロックＣ／Ｄ／Ｅ
里道
１０ブロックＢ/F
自治会用地（２丁目２７番１号）
１０ブロックＦ、１１ブロック
＊里道清掃にご協力いただける方が少なく困っています。１０ブロックの方はご協力をお願いします。
●はつが野祭りのお礼
１１月６日（日）のはつが野祭りにおきましては、皆様のご協力・ご支援により約４，０００名の方々にご来場いただきました。あり
がとうございました。気温が低く寒さを感じながらのお祭りでしたが雨は降らずによかったと思います。前日の準備から当日の開催
準備・後片付けまで班長さん等にご協力をいただき大変ありがとうございました。今年は青葉はつが野小学校のＰＴＡの方々にもご
協力をいただきました。大変ありがとうございました。

＊色は実際とは異なります。
＊来年１月末完成予定です。
＊自治会館の場所：１丁目３２番地２７号
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＊「１０年後の私の夢」作品について
「はつが野祭り」開催にあわせて募集しました「１０年後の私の夢」作品につきましては、タイムカプセルに保管させていた
だき、１０年後にお返しさせていただきます。又、自治会ウェヴサイトへの掲載の了承を頂いた作品を来年１月末までの予定
で掲載させていただきます。
Page１

●年末夜警を実施します。
１２月２９日（木）と３０日（金）の２日間、年末夜警を実施します。２日間とも、１回目は１７時３０分から子ども達を主としてシニ
アセンターを出発します。２回目は２０時から大人だけで出発します。巡回時間は約５０分を予定しています。出発時間の１０分
前までにシニアセンターにお集まりください。年末でお忙しい中申し訳ありませんが、街の防犯防災のためご協力をお願いしま
す。詳しくは、別途配布の「年末夜警実施のお知らせ」をご覧ください。

【運営委員会】１１月１３日（日）１８：３０～１９：３０
・シニアセンターの整理整頓、・地域一斉清掃の日程 ・歳末たすけあい運動の募金
・年末夜警の日程
・３ブロック／４ブロック再編

●１０月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

１０月の大一資源及び米田商店からの還付金 74,990 円
アルミ缶
新聞
雑誌
段ボール
布類
牛乳パック その他紙類
廃家電
60 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
105 ㎏
5,360 ㎏
640 ㎏
1,480 ㎏
650 ㎏
100 ㎏
3,160 ㎏
70 ㎏
6,300 円
32,160 円
3,840 円
8,880 円
3,900 円
600 円
18,960 円
350 円
※ペットボトルの回収は、10 月から大一資源は廃止になりました。今後は、和泉市が第１・３水曜日に回収します。
回収日の午前６時までに家の前に出してください。
ペットボトル以外の廃品回収は今迄通りです。今後も皆様のご協力をお願いいたします。
大一資源（廃家電以外）：072－274－2960
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338

●１２月の活動予定
日（曜日）
０１日（木）
０７日（水）

広報いずみ配布 はつが野通信１２月号発行
古紙類・アルミ缶回収

１０日（土）

はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）

１１日（日）

地域一斉清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０）
運営委員会（１８：３０～２０：００）

皆様のご協力をお願いします。

１４日（水）
１７日（土）

古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）

ペットボトルの回収は中止しています。
役員会終了後防犯パトロールを行います。

２１日（水）

古紙類・アルミ缶回収

和泉市新分別回収もあります。
ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

２４日（土）

防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）

防犯委員の方はご参加ください。

２７日（火）

廃家電の回収

活動項目

【自治会館建設委員会】１１月１２日（土）１９：００～２０：００
・会館建設工程表の説明（貫野建設より）
・完成予想図の受領
・屋根、窓枠、サッシの仕様の決定

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

【自治会役員会】１１月１９日（土）１９：００～２０：３０
（１）はつが野祭り開催に向けての協議連絡事項
・１１月５日（土）会場設営・準備について
・晴天バージョン、雨天バージョンの決定時間と通知方法について
・１１月６日（日）当日の準備・予定について
・駐車場利用方法 ・開催中の役割分担 ・食事室の利用方法
（２）報告事項
・校区役員会報告（和泉市すまいフェスタ開催、消防警戒区域立入り認可証、和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク、町会自治会入
会促進部会の創設）
・ペットボトル回収の中止について ・あおはつ小校区３００人パレード ・こども見守り隊の募集 ・市長とのタウンミーティング
・自治会館建設委員会報告
（３）協議・決議事項
・赤い羽根共同募金に支払い ・桃大祭り協賛金の支払い ・その他費用支出申請

子ども会からのお知らせ

２８日（水）

古紙類・アルミ缶回収

回収可能なものは金属類です。
年末大掃除で出た廃家電を出してください。
年末大掃除で出た古紙類・衣類等を出してください。

２９日（木）

年末夜警（1 回目１７：３０ ２回目２０：００）

1 回目は子ども中心、２回目は大人

３０日（金）

年末夜警（1 回目１７：３０ ２回目２０：００）

1 回目は子ども中心、２回目は大人

●１１月の活動報告
１１月６日（日）開催のはつが野祭りで、「ボールダーツ」のブースを出店しました。
たくさんの方に参加していただきありがとうございました。
●１２月の活動予定
１２月４日（日）に、青葉はつが野小学校多目的室にてクリスマス会を行います。
ヨシ紙とＬＥＤキャンドルで、オリジナルの「ミニティピーライト」を作ります。
１部：２．４．６年生→９時集合
２部：１．３．５年生→１０時４５分集合
１２月１１日（日）９時３０分より、子ども会の公園清掃を行います。
１．２．３班→はつが野３号公園
４．５．６．７班→ぞうさん公園
※ほうきやちりとり等の掃除道具は各自持参して下さい。
子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
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【はつが野街づくり推進委員会】１１月１２日（土）１７：００～１９：００
（１）平成２８度第７回役員会
・はつが野祭り全般についての検証
・来年度に向けての改善事項
・アンケートの集計
・費用支出申請
・ブース運営費用の精算
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●１１月の活動報告
１４組３１名参加。 ３Ｂ親子体操を音楽に合わせ元気に楽しみました。
子ども達もすっかり疲れて気持ちの良いお昼寝をしたことでしょう。
●１２月の活動予定
１２月２０日（火）実施。 開催場所：シニアセンター。 開催時間：９時３０分～１１時。
内 容：英語でクリスマス！歌って、踊ってゲームを楽しみましょう！
場所の広さに制限がありますので、お子様の参加者２５名までとさせて頂きます。 ご了承ください。
参加申し込みは平日１９時以降下記連絡先までお電話ください。
参加費：自治会会員家庭 無料。 自治会に加入されていない家庭 お子様１名に付１００円。（保険・飲み物等に使います）
対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８
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